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沖縄修学旅行へ行ってきました

先週末の２年生沖縄修学旅行のあらましについ

て，報告いたします。

◇第１日目 12月15日(木)
06:30 生徒集合人員確認
06:35 出発式は簡単に終えました。
07:00 学校出発(バスで仙台空港へ) 予定より３
分前に出発しました。途中，前沢インターでトイ
レ休憩でしたが，雪の多さにびっくりしました。

10:30 仙台空港着
11:55 予定通りの搭乗で，揺れが激しかったで
す。私(校長)が昼食を12時過ぎに検食しました
が，生徒は12時半からの食事でした。途中，進
行左方向に富士山が見えました。生徒たちはほと
んどが初めての飛行機乗車で，雲の上は真っ青な
空であることに感激していました。
15:05 沖縄着。この日は一年で一番寒い日で，
最高温度15℃くらいでした。ガイドはヒートテ
ックの下着，生徒は生足というアンバランスな格
好でした。
16 :10 沖縄平和
祈念資料館に入場
してすぐに，地下
にある本物の爆弾
をガラス越しに見
ることができまし
た。その後，資料
館の中を鑑賞しま
したが，生徒たち
は，手記を必死に
読んでいました。
18:30 ホテル着。荷物を一度部屋に置いてきて
から，夕食会場に入りました。
19:15 夕食はバイキング形式で，これ以降の食
事の準備では女子が常にはやかったです。フルー
ツ類がすぐになくなり，またデザート類も出ては
なくなりの繰り返しでした。どの生徒も満腹にな
るまで食べていました。
20:15 室長会議を行いました。
22:30 完全消灯後は出歩く生徒が皆無でした。
◇第２日目 12月16日(金)
05:30 起床・洗面
06:15 朝食は，前日の夜と同じ会場でした。6
時５分過ぎまでは部屋を出ない約束を全員が守り
ました。席に着いて準備を終えた班から食事をと
りました。
07:15 トラックに荷物を詰め込みました。
07:45 宿舎出発 学年代表の草彅紗良さんがホ
テルの代表にあい
さつをしました。
09:00 美ら海水族
館に到着し，入り
口前の海が見渡せ
る場所で学級写真
を撮影しました。
その後，ジンベエ
ザメの場所を確認

し，水族館に入りました。水族館では本物のジン
ベエザメに誰もが大歓声を上げていました。
11:00 ジンベエザメのモニュメント前に全員集
合し，24名のタクシー運転手の方と生徒が対面
し，あいさつを交わしました。その後，各タクシ
ーで計画通りに観光地巡りを行いました。
私たち(引率教員)は２台のタクシーに分かれま

したが，最初の場所は「今帰仁城跡(なきじんじょう
し)」であった。今帰仁城跡には，生徒が乗車し
ている24台のタクシーのうち５台が観光に訪れ
ました。時折降る雨に閉口しましたが，生徒は傘
をしっかり持参していました。沖縄には，今帰仁
城跡の他に８つの世界遺産があることを知りまし
た。教員１号車の運転手は，ガイドもする方で，
歴史や植物，地理に相当詳しかったです。 私の
乗った１号者は今帰仁城跡から昼食会場の「大家
（ふやふー）」を訪問しました。田舎道や細い道
を通りながら，こんなところにあるレストランっ
てどれほどのもの？という不安を見事に裏切り，
突如，山中に現れた銀座，観光バス，乗用車がず
らりと並ぶ駐車場に着いた時には，どうしてこん
な田舎に，と思いました。生徒は他の店で「ソウ
キ蕎麦」を食べたと言っておりましたが，私たち
３名もソウキ蕎麦を食べました。「ソウキ」とは
豚のあばら骨のことで，蕎麦という名前は付いて
いるものの，そば粉は一切使用されておらず，小
麦粉だけの麺です。「蕎麦」の上に，「○○蕎麦」
という地名やら特別な名前を付けることで「ソウ
キ蕎麦」というネーミングが許され，蕎麦として
認知されたということでした。
その後，私たちは世界遺産の一つである「識名

園(しきなえん)」に赴きました。ここは琉球王朝の
別荘で，現在は那覇市に寄贈されている庭園です。
ガジュマルという珍しい樹木の説明を受け，庭園
にある池が「心」をかたどっているなどの詳細に
わたる説明を受けました。
最後の締めは，沖縄県立博物館・美術館でした。

訪問途中に，広瀬主任に電話が生徒からかかって
きて，予定の時間よりも１時間早くホテルに戻っ
てもよいか，という内容でした。事情を聞いて，
ホテルに待機している添乗員に連絡を入れ，その
班を帰らせました。美術館では「ニューコレクシ
ョンシリーズ2『真喜志勉展 アンビバレント』」
を鑑賞しました。シュールな感じでしたが訴えて
くるものがありました。
17:00 ホテルリゾネックス那覇に全員無事に到
着しました。
17:30 時間通りに
国際通りへ出発しま
したが，ホテルから
国際通りまでおよそ
１ km あり，結構長
い間歩いた感覚でし
た。生徒たちは，す
ぐにお土産屋に入
り，ストラップやら
装飾品の小物等を購入しました。食事もそれぞれ
の場所で済ませました。
20:30 ホテルに全員がそろったのは８時28分
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でした。私も最後の
女子生徒たちと一緒
に30分まで間に合
うか，と走りました。
21:00 班長会議を
行いました。

22:30 生徒たちが
部屋に入ってから，
この日は，以前角館
中学校に沖縄県から交換教員で来県した教員(現
在，沖縄県義務教育課の指導主事)が，義務教育
課の指導主事３名を連れて，ホテルに表敬訪問に
来ました。角館中学校に赴任した平成22年度当
時のことや現在の沖縄県の児童生徒について情報
交換しました。
◇第３日目 12月17日(土)
05:30 起床・洗面
06:15 やはり女子生徒の班が一番に朝食会場に
現れ，黙々とバイキング朝食をとりました。
07:50 藤原好葉さんが学年代表でフロントにお
礼の言葉を立派に述べてくれました。予定よりも
10分はやくホテルを出発しました。。
08:10 首里城公園
に到着し，学級写真
撮影後に，首里城の
開門式を８時25分
から参観しました。
その後，本殿の参観
でしたが，９時50
分バス集合でした
が，９時10分には
全員がバスに集まりました。正味30分くらいの
本殿拝観でした。
09:15 ９時15分には首里城を出発し，おきな
わワールド玉泉洞に着きました。エイサーを見学
しました。エイサーには獅子が現れて，それに頭
を食べてもらうと幸運が舞い込むという伝えがあ
る，ということで，場内から参加者を募りました。
本校の武藤先生が真っ先に手をあげ，見事に獅子
に頭を食べてもらいました。本校生徒も食べても
らい幸せをもらいました。
その後，約890m に及ぶ鍾乳洞の中を歩きま

した。真っ暗な中に独特
の雰囲気が出ており，上
から水蒸気が頭に落ちて
きました。鍾乳の形にい
ろいろな名前が付けられ
ており，鍾乳をじっと見
ていると人の姿に見えて
くるのが不思議でした。
鍾乳洞見学を終え，い

よいよ昼食でした。ここ
の昼食もバイキングでし
たが，普通に入場すると1
300円の値段だと店員が
説明してくれましたが，
値段以上のメニューと内容でした。沖縄料理(ラ
フテー，チャンプルその他)からタコライスや，定番
のフライドチキン，ウインナー，ハンバーグ，ソ
ウキ蕎麦，パスタ，デザートにチョコレートフォ
ンデュ，ショートケーキ，フルーツのパイン(パ
インは沖縄独特でとてもうまい)等，マンゴージュー
ス，シークワーサー，南国ジュース等もあり，生
徒や私たち引率にとっても楽しみのひとときとな
りました。
12:25 おきなわワールド発。
13:30 那覇空港着。那覇空港では，荷物検査の
後の移動で，空港内をバス移動しなければならず，

２回に分けて，目的の飛行機まで行きました。
14:15 予定時間よりも５分遅れで離陸。
16:50 仙台空港には予定の時間に到着。
17:30 仙台空港で，荷物
を受け取り，添乗員の高
野さんと空港でお別れし
ました。その後，バスに
乗り，高速道路に入って
から夕食の弁当をいただ
きました。
21:00 学校には予定通りの時間に到着し，全て
の生徒が保護者の車で帰りました。私たちも，数
分の反省会をもち，添乗員の佐藤さんに感謝の言
葉を述べ，９時15分には解散しました。

明日から冬休み

暦の関係で今年度の冬休みは例年よりも５日間も
長い冬休みになります。(条例では12月26日から
１月13日まで)24日間の冬休みをどのように過ご
すのか，生徒の皆さんの思いを聴くと，１・２年生
は「部活と学習の両立」が一番多いようです。冬休
みの課題を最後までためない，や体力を鍛えて春に
備えるなど，３年生はここから受験に向けてのラス
トスパート，規則正しい生活を心がける，ことが大
切かと思います。
１・２年生は後学期後半ではスキー教室がありま

すので，足慣らしをするのもよろしいかと思います。
健康で安全な冬休みになることをお祈りします。

栄光
◎平成28年度ＪＡ共済秋田県小・中学校交通安全
ポスターコンクール
銀賞 鈴木 愛唯さん（1年生）

年末・ の行事

12月
26(月)～28(水)３年生学習相談①～③角高生イン

ターンシップ

29(木)~1月3日(土)年末年始学校閉鎖
１月
01(日)元旦
04(水)御用始め，学校安全日３年学習相談④

WhiteCup 新潟バスケットボール大会(女バス
新潟市～６日)

05(木)3年実力テスト，2年課題チェック

06(金)３年生実力テスト解説,仙北市新春書き初め
大会(交流センター9:00～12:00)

09(月)成人の日
10(火)職員会議，校内研修会

12(木)子どもサミット～ Semboku Cityジュニア未来
会議(生徒2名田沢湖総合開発センター10:00～12:00)

13(金)公立高校前期選抜入学願書受付(～17日正午)

16(月)冬休み明け集会，スキー搬入～17日(火)
17(火)３年実力テスト，１・２年冬休み明けテスト

19(木)１・2年生スキー教室
20(金)英語検定

21(土)児童生徒県南美術展表彰式(平福美術館10:00)
23(月)3年生三者面談～2月3日(金)
27(金)生徒会専門委員会
28(土)大曲仙北小中スキー大会~30日(月)
30(月)水曜日課
31(火)前期選抜学力検査等実施日


